
平成26年度関東高等学校カヌー選手権選抜大会
平成26年9月20日（土）～21日（日）　　精進湖カヌー競技場カヌースプリント競技　個人成績

タイム
高校名

タイム
高校名

竹村 平川 佐々木 内藤 坂巻 羽賀 須藤 菅野 乗岡 別府 石原 小島 野本 三浦 前原 前田
山口 栗原 岩城 渡邊 北條 中山 斎藤 坂圦 松橋 吉田 村川 内藤 仲井 高橋 日高 河原

タイム
高校名

タイム
高校名

タイム
高校名

岸 長曽我部 平野 生田目 福島 佐々木 井上 小林 竹原 今成 小林 土屋 折原 エマド 田代 松本
花島 細沼 澤畠 町田 齋藤 石黒 星野 永野 大阪 黒田 石毛 喜連川 小川 石塚 園田 山口

タイム
高校名

タイム
高校名

タイム
高校名

堀江 菊地 伊藤 齋藤 舘 本多 高野 稲垣 大形 荒井 鈴木 阿部 宇田川 惠利川 竹村 青木 東福 佐藤
川島 舘野 小林 石塚 宮前 河上 佐々木 阿佐美 秋山 堀越 奥本 赤塚 永島 遠藤 小野田 石川 野口 大塚

タイム
高校名

カヌースプリント競技　学校対抗成績

順位 得点 順位 得点
1位 67 1位 25
2位 24 2位 19
3位 22 3位 15

6位 7位 8位 9位
得点 8点 7点 6点 5点 4点
順位 1位 2位 3位 4位 5位

3点 2点 1点 0点

K-1
選手名 三浦 伊織 武田 耕一 山口 光太郎岡田 龍成 北條 翔馬 高村 和暉竹村 佳祐 山田 泰大 澁澤 優大

1分52秒462 1分58秒820 2分00秒146 2分00秒768 2分01秒081 2分02秒517 2分02秒808 2分02秒932 2分03秒129
山梨県立富士河口湖 神奈川県立藤沢工科 千葉県立佐倉 八千代松陰 日体荏原 群馬県立西邑楽 千葉県立佐倉 山梨県立富士河口湖 千葉県立佐倉

内藤 渡邊松本 高橋 乗岡 別府 坂巻 羽賀竹村 栗原 平川 山口 北條 中山選手名 高村
1分49秒868 1分53秒264 1分53秒404 1分54秒037 1分56秒161 1分56秒697 1分57秒604 1分59秒155 2分00秒889

山梨県立富士河口湖 神奈川県立横浜修悠館 千葉県立佐倉 千葉県立佐倉 千葉県立佐倉 高崎健康福祉大学高崎 埼玉県立越谷東 千葉県立佐倉 神奈川県立横浜修悠館

K-4
選手名

1分43秒107 1分45秒163 1分48秒519 1分51秒558

K-2
三浦 佐々木 岩城

1分52秒915 1分57秒540 1分57秒760 2分10秒945
千葉県立佐倉 神奈川県立横浜修悠館 千葉県立佐倉 埼玉県立浦和 埼玉県立越谷東 埼玉県立越谷東 千葉県立佐倉 神奈川県立横浜修悠館

C-1
選手名 八角 周平 有村 啓吾 今成 和輝竹原 龍輝 生田目 大成 細沼 光太岸 平悟 都丸 慶馬 大熊 崇胤

2分05秒034 2分07秒193 2分15秒670 2分17秒007 2分17秒848 2分19秒222 2分24秒196 2分28秒890 2分30秒358
千葉県立佐原 神奈川県立鎌倉 千葉県立佐倉 群馬県立前橋南 日体荏原 群馬県立館林商工 茨城県立那珂湊 千葉県立佐倉 群馬県立館林商工

今成 黒田福島 佐々木 井上 星野 皆川 野澤竹原 大阪 町田 澤畠 花島 細沼選手名 岸
2分09秒558 2分12秒444 2分15秒038 2分17秒097 2分20秒654 2分21秒378 2分22秒889 2分24秒603 2分24秒774
千葉県立佐倉 茨城県立那珂湊 群馬県立館林商工 茨城県立那珂湊 千葉県立佐倉 神奈川県立横浜修悠館 さいたま市立大宮北 茨城県立那珂湊 群馬県立館林商工

C-4
選手名

2分01秒113 2分03秒277 2分07秒443 2分11秒030

C-2
長曽我部 平野 生田目

2分12秒051 2分14秒608 2分23秒781 3分28秒184
千葉県立佐倉 茨城県立那珂湊 神奈川県立横浜修悠館 さいたま市立大宮北 群馬県立館林商工 埼玉県立浦和 栃木県立小山南 栃木県立小山南

WK-1
選手名 渡邉 珠利亜 藤井 南帆 川島 めぐみ堀江 美帆 木村 稚奈 藤延 映里菊地 詩穂 小林 亜依 小林 ちはる

2分18秒906 2分19秒904 2分21秒706 2分23秒987 2分27秒237 2分28秒110 2分30秒185 2分31秒588 2分34秒257
山梨県立富士河口湖 千葉県立佐倉 群馬県立西邑楽 群馬県立前橋南 さいたま市立大宮北 群馬県立西邑楽 富士学苑 日体荏原 群馬県立西邑楽

舘 本多宮前 河上 高野 稲垣 川島 秋山小林 岩田 阿久根 藤延 伊藤 小林選手名 藤井
2分12秒748 2分12秒861 2分15秒354 2分18秒760 2分19秒865 2分19秒887 2分23秒861 2分24秒001 2分26秒969
千葉県立佐倉 群馬県立西邑楽 群馬県立前橋南 日体荏原 さいたま市立大宮北 埼玉県立越谷東

群馬県立西邑楽 さいたま市立大宮北 埼玉県立越谷東 群馬県立前橋東 さいたま市立大宮北

群馬県立前橋東 群馬県立西邑楽 埼玉県立越谷東

WK-4
選手名

2分06秒027 2分06秒597 2分09秒217 2分12秒214

WK-2
伊藤 菊地 堀江

栃木県立小山南 栃木県立佐野東 栃木県立小山南 茨城県立波崎柳川

競技委員長 小石川　正文

2分18秒356 2分22秒922 2分23秒102 2分25秒539 2分33秒517

神奈川県立横浜修悠館高等学校 さいたま市立大宮北高等学校
記録責任者 根本　良明

茨城県立那珂湊高等学校 千葉県立佐倉高等学校

男子 女子
高等学校名 高等学校名

審判部長 春園　長公
千葉県立佐倉高等学校 群馬県立西邑楽高等学校
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